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一般財団法人愛知県バスケットボール協会 

2021 年度 第 3 回理事会議事録 
 

【日 時】2021 年 7 月 20 日（火） 19：00～ 
【場  所】一般財団法人愛知県バスケットボール協会 事務局 
【開催方法】Web 会議（Zoom 使用） 
【出 席 者】＜理事＞ 

川本睦副会長、門川浩人専務理事、石塚康裕常務理事、出原竜彦、桝岡直久、酒井康寿、矢倉直親、

鈴木慶光、糟谷愛、八木雅彦、金田武久、松藤貴秋、櫻田あけみ、毛受誉子、小栗弘 
＜監事＞ 
伊藤隆、井上友幸、山内俊幸 
＜委員会委員長＞ 
加藤昌樹（審判委員会）、青木俊博（インテグリティ委員会）、堀井瑞希（TO 委員会） 
＜アンダーカテゴリー＞ 

   大石敬治（U18 部会）、坂野貴則（U15 部会）、近藤淳司（U12 部会） 
＜事業部＞ 
佐々木貴之 
＜事務局＞ 
村松幸雄事務局長 

【欠 席 者】加藤宣明会長、出原理事、宇田津浩史（広報委員会）       
 
【次 第】 
1. 会議成立宣言〔桝岡理事〕 

本日、理事 16 名の内、(会議成立宣言時) 計 11 名の理事が出席し、過半数を超えている為、定款 第 7章 
第 35 条に則り理事会が成立することを宣言した。 

 
2. 副会長挨拶 

 
3. 審議事項 

 
① 裁定委員会 委員の変更について 

野村裁定委員長の退任及び出原委員職務多忙のため、下記 2 名を裁定委員に推薦した。 

裁定委員長：村松 幸雄／事務局長 
裁定委員 ：毛受 誉子／理事 

推薦承認後は協会組織図の委員名を変更することも併せて承認を求めた。 

≪以上承認≫ 
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② 審判委員会主催 各講習会について 
審判委員会の主催する以下の 3 講習会についての実施要項と収支予算書を提出し、講習会開催の承認を

求めた。 
1. 2021 年度 U18 主催 C 級審査会 
2. 2021 年度 愛知県審判員強化講習会（座学） 
3. 2021 年度 B 級審判員強化講習会（2 次審査） 

 
 

≪以上承認≫ 
③ TO 委員会主催 講習会について 

TO 委員会の主催する下記講習会についての実施要項と収支予算書を提出し、講習会開催の承認を求めた。 
・2021 年度 愛知県バスケットボール協会 TO 講習会（強化） 
 

≪以上承認≫ 
 
 

④ 2021 年度コーチデベロッパー講習会 受講者推薦について  
    2021 年度 JBA 主催 コーチデベロッパー講習会への県協会として推薦する受講者について、本来ならば  
    理事会で受講者の承認を得なければならないが、コロナ禍での日程の変更や会場未定の状況のため、決定  
    できずにいたが、本日 JBA より会場決定の連絡があった。(茨城県つくばみらい市スポーツ総合研修 
    センター)各カテゴリーで会場決定による推薦者の都合や推薦要項の確認が必要となるため、提出期限で 
    ある 7/28 まで待った上で決定したい。 
    上記の理由位より、受講推薦者の選考を指導者養成部会へ一任すること、並びに、指導者養成部会内での 
    選考を以って県協会としての推薦受講者とすることへの承認を求めた。 
    

≪以上承認≫ 
 
 

⑤ 第 76 回国民体育大会 第 42 回東海ブロック大会 代表チーム選出について   
強化委員会において下記の推薦理由により、当該大会への愛知県代表チームを決定したことへの承認を求

めた。 
■成年男女 
昨年愛知県バスケットボール選手権大会が中止となったため、選考基準に則り、その他過去の大会成績を

考慮し、成年男女の代表を下記チームとした。 
成年男子代表：  リンタツ（登録 12 名・予備登録 3 名） 
成年女子代表：  愛知学泉大学（登録 11 名・予備登録 5 名） 
・男子は令和２年度の東海北信越バスケットボール大会優勝 
・女子は令和３年度東海学生バスケットボール大会優勝 
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■少年男女 
 選抜チームとし、JBA（日本バスケットボール協会）の定めるU16DC（ディベロップメントセンター：

ユース育成プログラム）に参加し、愛知県ユース育成委員会の強化指定の認定を受けた選手より選考を行

った。選手の強化指定は、ユース育成委員による選考会議により推薦とした。 
少年男子代表 選抜チーム（登録 12 名・予備登録 8名） 
少年女子代表 選抜チーム（登録 12 名中学 3 年生 1名含・予備登録 13 名） 
【補足】 
※選手登録数は国体規程による(成年女子のみ１１名まで) 
 

   ≪以上承認≫ 
 

⑥ 第 76 回愛知県バスケットボール選手権大会について 
第 76 回愛知県バスケットボール選手権大会（第 97 回天皇杯・第 88 回皇后杯 全日本バスケットボール

選手権大会愛知県代表決定戦）について、開催目的及び収支予算書、組合せ表を提出し、開催の承認を求

めた。 
[開催目的] 
1.愛知県内のアマチュアチームの№1 を決めること 
2.天皇杯／皇后杯出場への県代表チームを決めること 
・期間：2021 年 8 月 28 日（土）・29 日（日） 
・会場：一宮市総合体育館(いちい信金アリーナ、いちい信金アリーナA)   
・優勝チーム：天皇杯(男子)／皇后杯(女子)、１次ラウンドへの出場権が付与される 
 

≪以上承認≫ 
 

⑦ 第 97 回天皇杯・第 88 回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 ※中地区１次ラウンド／第９７回

天皇杯 2 次ラウンドの日程について標記の大会について、JBA からの大会要項、1・2 次ラウンドの愛知

県開催分の収支予算書を提出し、愛知県選手権委員会として準備を進めていくことへの承認を求めた。 
 
[日程・会場] 
■第 97 回天皇杯・第 88 回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 
＜中地区 1 次ラウンド＝中日本大会＞ 
2021 年 9 月 11 日(土)～12 日(日) 一宮市総合体育館（愛知県一宮市） 
コート 3 面取れるメインアリーナ=いちい信金アリーナ、練習会場としていちい信金アリーナ B を使用。  

■第 97 回天皇杯 2 次ラウンド(※2 次ラウンドのABA 主管は天皇杯のみ) 
2021 年 9 月 18 日（土）～20 日（月・祝） 蒲郡市民体育センター（愛知県蒲郡市）  
2021 年 9 月 23 日（木・祝） 豊田合成記念体育館（エントリオ）（愛知県稲沢市） 

≪以上承認≫ 
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⑧ 備品の購入について 〔桝岡総務副委員長〕 
大会で使用する以下の備品の購入について、購入目的・相見積もり結果を提出し備品購入の承認を 
求めた。 
[購入希望備品] 
■システムカウンター 
■無線ユニット 

 
≪以上承認≫ 

 
 
 
 

4．報告事項 
 

① 理事会承認済み各大会の日程等要項および予算書の変更について  
② 市町村協会(連盟)2021 年度加盟登録状況について 
③ 第 1 回 愛知県都市対抗バスケットボール大会組合せ抽選会結果報告  
④ 2021 年度第 23 回W リーグの県内開催の運営について  
⑤ 第 75 回愛知県高等学校総合体育大会における試合前のエントリー受付ミスについて 
⑥ B.LEAGUE  U18 CHAMPIONSHIP 2021 中地区 大会結果報告  
⑦ 東海学生バスケットボール連盟からの後援名義使用申請承認と事業終了報告について 
⑧ 第 73 回愛知県青年大会 バスケットボール競技 中止報告  
⑨ GF 委員会 会議経過報告  

 
 

5．その他連絡事項 
・D-fund について 
・次回理事会について 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

以上 


